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基本計画 

 

１ 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標 

（１）地域の特色と目指す産業集積の概要について 

《地理的条件等》 

丹波市は、平成16年11月1日に旧氷 

上郡6町（柏原町、氷上町、青垣町、 

春日町、山南町、市島町）が合併し 

誕生しました。 

本市は、兵庫県の内陸部に位置し、 

篠山市、朝来市、多可町及び京都府 

と隣接しています。神戸市及び大阪 

市からＪＲや自動車で約1 時間から 

1時間半圏域にあり、市南部地域は阪 

神都市圏と、また、市北部地域は隣 

接する京都府との商圏など商工業的 

な関わりが比較的強くなっています。 

市の面積は493.28㎞
２ 

 で、県内での 

有数の広さを有していますが、土地 

利用分類については、森林が約75％ 

を占め、農地が約13％となっており、 

宅地はわずか3％程度です。 

地形は中国地方を南北に二分して 

走る中国山脈の東端にあり、平均高 

度600m前後のやや急斜面をもった山々によって形づくられた中山間地域となっていま

す。そして、中山間地域を縫うようにして、瀬戸内海へ注ぐ加古川とその上流河川、

日本海へ注ぐ由良川の上流河川が流れています。氷上町石生にある「水分れ」は、海

抜95.51ｍに位置し、加古川と由良川の両水系を分ける本州一低い中央分水界となって

います。また、山南地域の上滝渓谷一帯は白亜紀の地層（篠山層群）が露出しており、

平成18年の恐竜ティタノサウルス形類の化石「丹波竜」の発見を機に、同期の哺乳類

や小型脊椎動物、獣脚類有鱗類の化石などが相次いで発見されるなど、化石の宝庫と

なっています。特に、丹波竜は全身骨格発見の可能性が高いことから世界の注目が集

まっているとともに、丹波市が太古の昔から地殻変動の少ない地域であることが実証

され、リスク分散の適地として期待が高まっています。 

気候は瀬戸内海型・内陸型気候に属し、年平均気温は約14℃、年間降水量は1,500㎜

程度となっています。降雪は年に数回、1回の降雪で数cmほどの積雪が見られる程度で、

交通機関に影響が出ることはほとんどありません。 
 

●丹波市の位置図 
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《既存産業の集積》 

＜農林業＞ 

農用地面積は6,573 ha 、森林面積は37,164 ha と行政面積の大半を占めています。 

農業は水稲「コシヒカリ」を中心に、「丹波大納言小豆」、「丹波黒大豆」、「丹 

波黒大豆枝豆」、「丹波山の芋」、「丹波栗」等の多種多様なブランド作物が組み合 

わされ生産されています。水稲では、安全・安心な米づくりを進めるため、使用する 

化学肥料・農薬を慣行栽培の半分に抑えて栽培する特別栽培米の生産も広がっていま 

す。また、全国でも高く評価されている「丹波栗」の産地再生に向けて、生産基盤等 

を整備し、品質確保と安定供給を図る取り組みを行っているところです。 

肉用牛では、長年に亘り但馬牛の血統を保った改良が続けられてきており、国際的

にも有名な神戸ビーフをはじめとする全国の高級牛の素牛として利用されています。

酪農においても、高品質で安全性の高い生乳の生産がされ、低温殺菌牛乳やプロバイ

オティクス乳酸菌入りのヨーグルトなど付加価値の高い乳製品の生産、販売がされて

います。さらに、採卵鶏においても、独自の飼育方法や飼料などにより、付加価値を

高める生産が進んでいます。 

その他にも梨、いちご、ブルーベリー、柿等の果実の生産も盛んに行われており、 

これらを利用したジャムやワインなどの食品加工産業も盛んになりつつあります。 

また、農産物の生産の場である農園などを中心に、最近盛んになってきました農家 

民宿や観光農園などの観光産業とも、農業と観光の連携の面から、重要なつながりを 

持つようになってきています。 

林業は、丹波市森林組合、丹波ひかみ森林組合の他、民間関係事業体により森林経

営計画が策定され、市内各所において計画に基づく造林事業が展開されています。し

かし、市内の山林には施業の遅れにより、水源の涵養、山地災害の防止、生活環境の

保全等、本来のあるべき機能を失いつつある箇所も存在することから、積極的な森林

整備施策が急務であるとし、平成24年度に「森林づくりビジョン」を策定しました。

森林管理のためのゾーニングをはじめ、居住地周辺の森林保全、持続的な森林経営に

必要な路網の整備や施業の集約化の推進、市民や企業などが事業参画できる体制づく

り等、具体的施策を展開するため、各主体間の調整・連携、情報の発信・共有を図り

ながら森林整備を推進しています。 
 

＜工業＞ 

① 事業所数・主な業種 

平成24年工業統計によれば、市内の製造業の事業所数（従業員4名以上）は251事業

所です。業種別の内訳は、スポーツウェアの製造を行っているミズノアパレルテクニ

クス㈱をはじめとする繊維工業が29箇所、食品包装フィルム（クレラップ）の製造を 

行う㈱クレハをはじめとするプラスチック製品製造業が27箇所、建設用資材の製造を 
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行っているアルインコ㈱をはじめとする金属製品製造業が24箇所、高付加価値の省エ 

ネ製品を扱うパナソニックライティングシステムズ㈱、東洋電機㈱などの電気機械器 

具製造業が23箇所、三立製菓㈱、アイクレオ㈱など製菓や乳飲料のほか、高齢者向け 

の宅食弁当を製造するワタミ手づくりマーチャンダイジング㈱など、生活の根源とな 

る食品を製造する食料品製造業が22箇所、グループ全体で世界シェアの30％以上、国 

内シェア70％以上の自動車用ケーブルの製造を行うハイレックスコーポレーション㈱ 

をはじめとする輸送用機械器具製造業、豊かな自然環境の中で製材業などを営む木材 

・木製品製造業が各々16箇所などです。 
 

②従業者数 

平成24年工業統計によれば、市内の事業所（従業員4名以上）における従業者数は総

計8,471人で、業種別では電気機械器具製造業が最も多く1,574人、以下、食料品製造

業 994人、電子部品・デバイス・電子回路製造業 785人、プラスチック製品製造業 672

人、金属製品製造業 637人、輸送用機械器具製造業 572人と続いています。 
 

③製造品出荷額等 

平成24年工業統計によれば、製造品出荷額等は総計2,170億円で、業種別では電気機

械器具製造業が最も多く481億円、以下、化学工業 192億円、プラスチック製品製造業 

181億円、食料品製造業 175億円、輸送用機械器具製造業 171億円、金属製品製造業 128

億円、その他製造業 118億円などとなっています。 
 

④付加価値額 

平成24年工業統計によれば、付加価値額は総計801億円で、業種別では電気機械器具

製造業が最も大きく195億円、以下、プラスチック製品製造業 71億円、食料品製造業 64

億円、その他の製造業 64億円、化学工業 51億円、金属製品製造業 50億円、輸送用機

械器具製造業 39億円などとなっています。 

 

《人口動態》 

平成22年度 国勢調査による丹波市の人口は 67,757 人です。 

就業人口は 32,666 人で、産業分類別就業人口の割合は第1次産業7.3％ 、第2次産

業36.6％（平成22年度 国勢調査）で、ともに兵庫県平均を上回っており、農林業や製

造業などの産業への就労意欲の高さがうかがえ、豊富な労働力が期待できます。 

 

《インフラ等の整備状況》 

○道路 

道路は、舞鶴若狭自動車道とこれに接続する北近畿豊岡自動車道が広域的な幹線道

路の役目を担っています。舞鶴若狭自動車道は市内に春日インターチェンジがあるほ

か、北部では福知山インターチェンジ、南部では丹南篠山口インターチェンジへのア 
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クセスが可能となっています。北近畿豊岡自動車道は、市内に氷上インターチェンジ 

と青垣インターチェンジの2箇所が開設されています。市内から阪神圏域へは舞鶴若狭 

自動車道とこれに接続する中国自動車道を利用して約1時間、舞鶴港近辺へは約50分と 

、非常に交通アクセスが便利な状況となっています。 

また、市内を通る国道は175 号、176 号、427 号、429 号が存在し、広域的な幹線 

道路として舞鶴若狭自動車道と北近畿豊岡自動車道を補完する役割を担っています。 

特に、明石・加古川・姫路方面には高規格道路である東播丹波連絡道路の整備も計画 

されており、さらにアクセスが便利になると期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鉄道 

鉄道はＪＲ福知山線が南北に走るとともに、谷川駅ではＪＲ加古川線と接続してい

ます。鉄道駅はＪＲ福知山線、ＪＲ加古川線あわせて 8 駅存在しています。大阪駅ま

での所要時間は、柏原駅及び谷川駅から特急電車を利用した場合で約 1 時間 10 分程 
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度と、短時間での移動が可能です。 
 

○工場用地 

市内の主な工業用地としては、以下の7箇所があります。 
   

名  称 面  積 

青垣工業団地 11.0 ha （分譲中面積  1.0 ha ） 

市島町上垣 7.1 ha （分譲中面積   － ha ） 

市島町下友政 16.5 ha （分譲中面積  4.2 ha ） 

春日町七日市 5.3 ha （分譲中面積  5.3 ha ） 

山南工業団地 28.3 ha （分譲中面積  6.9 ha ） 

新井工業団地 15.8 ha （分譲中面積   － ha ） 

氷上工業団地 23.2 ha （分譲中面積  5.2 ha ） 

 

○研究機関 

農業関係の技術開発研究施設として昭和60年より兵庫県立中央農業技術センター薬

草試験地が丹波市山南町和田に設置され、病害虫対策、連作障害対策、有望新品種の

導入、販路拡張対策等の研究を行っています。 

兵庫県立森林動物研究センターでは、野生動物・生息地・社会環境などに関する調

査研究のほか、市内事業者と連携して、鹿肉の有効活用の研究を推進しています。 

 

○教育機関 

市内の3つの高等学校のうち、2校は普通科のみ、1校は産業関連の基礎的学科を有し

ており、現在の生徒数は計1,345人です。 

また、看護師を養成する専門学校があり、平成27年度からは丹波市立にて運営する 

ことが決まっています。 
  

名称 所在地 学科、定員、生徒数 

（2013.11.1現在） 

兵庫県立柏原高等学校 丹波市柏原町東奥50 全日制、普通科、生徒数781人 

兵庫県立氷上高等学校 丹波市春日町黒井77 全日制、営農科、食品加工科、生活

科、商業科、生徒数 457 人 

兵庫県立氷上西高等学

校 

丹波市青垣町佐治

378-3 

全日制、普通科、生徒数 107 人 

兵庫県立柏原看護専門

学校 

丹波市柏原町柏原

5208-1 

全日制、看護学科（修業年限 3年）、

生徒数 115 名 

兵庫県立氷上特別支援

学校 

丹波市春日町棚原

3098-1 

小学部 20人、中学部 23人、高等部

44 人 
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大学については、神戸大学や兵庫県立大学、関西学院大学、関西大学などの大学と

学術的な交流が活発です。 

特に、関西大学については、「関わり続けるという定住のカタチ」をコンセプトに、

青垣町佐治の関西大学ＴＡＦＳ佐治スタジオを拠点に文化交流、人的交流を行い、そ

の中から市内企業への就労体験等、様々な分野での事業の推進が図られることで、活

力ある地域づくりと新たな賑わいを生み出す効果や、市内企業の人材確保・技術向上

の効果が期待されています。 

 

○情報インフラ 

市内全域で、民間通信事業者による光ファイバー高速通信ネットワークが整備され

ており、都市部など他地域とのインターネットによる情報のやり取りや、ＩＴ活用に

よる新たな事業展開についても、条件的に都市部と遜色ない状態です。 

 

《目指す産業集積の概要について》 

丹波市の産業振興の理念 

人と人、人と自然が調和するまちづくりは、恵まれた自然とともに暮らしてきた丹

波市民にとって大切な基本理念であり、また産業振興と歴史文化の持続的発展を図る

上でも不可欠なものと考えています。そのことから、丹波市の産業集積のコンセプト

は、「人と自然が調和する社会づくりを支える産業の創造」を掲げます。 

そして、これを実現する3つの産業分野として、 

①丹波ブランド活用型産業 

②省エネルギー・環境貢献型産業 

③健康寿命日本一型産業 

を設定します。 
 

①丹波ブランド活用型産業 

豊かな自然環境や特色ある気候、良質な水資源などの農業を取り巻く環境条件 

を生かして生産されてきた「丹波黒大豆」、「丹波大納言小豆」、「丹波栗」、 

「トウキ（薬草）」をはじめとした地域特産の農産物は、古くから全国に供給さ 

れた歴史があり、丹波市は日本有数の「農ブランドのまち」として、全国に広く 

認知されているところです。 

市内には、農産物を加工する食品企業などの集積があり、また、豊かな森林資 

源である木材や、それを生かした木製品や家具・装飾品の製造、近年は天然食材 

である「鹿肉」の商品化に取り組んでいる企業もあります。 

これらの優れた商品や特色ある特産品などの、自然資源・地域資源・地域環境 

が作り上げる「丹波ブランド」と、今後、連携が想定できる食品加工、化粧品、 

医薬品、機能性保健食品などの様々な産業を丹波ブランド活用型産業として、そ 
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の関連産業を含めた集積を図ります。 

 

②省エネルギー・環境貢献型産業 

地球環境の危機は年々深刻さを増しており、人々の暮らしや経済のあり方の変 

革が求められています。低炭素社会への転換に向けたリーディング産業の育成が 

緊急の課題であり、同時に最も成長の望める産業でもあります。 

自動車分野では、ハイブリッド自動車・電気自動車・燃料電池自動車などが提 

案されており、発電システムとしては風力発電・太陽光発電などが商品化され各 

地で稼動しています。また、各種製造過程における省エネルギー化や環境低負荷 

化へのニーズも高まっており、今後の成長が見込める分野であります。 

「都会に近い田舎」といわれる丹波市は、環境にやさしい産業や暮らしを展開 

するための最適地であることから、輸送用機械器具、電気機械器具、電子部品・ 

デバイスなどの産業が集積しており、既存企業との連携を視野に置きながら、新 

たな環境保全、環境改善、地球温暖化防止、省エネルギー化に貢献する産業を省 

エネルギー・環境貢献型産業と位置づけ、関連産業を含めた更なる集積と高度化 

を促進します。 

 

③健康寿命日本一型産業 

医学の進歩等により平均寿命が延びているなかで、豊かな生活を送るために、 

健康を維持することが市民共通の願いとなっています。 

丹波市では、「健康寿命日本一」をまちづくりのリーディングプロジェクトと 

位置づけ、健康長寿に向けた様々な施策展開と関係団体・市民と共同・連携した 

活動を推進しているところです。 

健康の維持は、高齢者に限らずすべての世代の基本的な課題であり、そのため 

のスポーツ・散歩用の道具・用具、メタボリック防止対策商品などが注目を浴び 

ているとともに、医薬品や健康食品などの新製品の開発も活発です。 

本市においても、医薬品、特殊栄養食品、医療用機械器具を生産している企業 

や、高齢化社会に向けた高齢者向け商品の一つである医療・介護用ベッドなどの 

製造企業の集積があり、さらに、看護専門学校等による医療・福祉を支える人材 

が育っていく環境も整っています。 

今後は、医療・介護サービスの多様化・高度化・高機能化が求められますが、 

医療機関・福祉施設・教育研究機関との緊密な連携のもと、既存企業と連携して 

健康長寿を実現できる医薬品や医療器具、健康食品、介護用品などの関連産業も 

含めて健康寿命日本一型産業として、「健康」産業都市を目指した企業立地を促 

進します。 
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（２）具体的な成果目標 

 現状 計画終了後   伸び率 

集積区域における集積業種

全体の付加価値額 
８０１億円 ８４８億円 ５．９％ 

 

（３）目標達成に向けたスケジュール 
 

取組事項 
（取組を行う者） 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

１．企業誘致適地の拡大のための戦略 

①企業誘致適地の拡大 
（丹波市） 

 

    

②工場用地や居抜き物件に関する情報収
集 
（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

 

    

２．人材の育成及び確保に関する戦略 

①ものづくり人材の育成支援 

（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

 
    

②人材・労働力確保のための諸施策 
（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市
商工会） 

 

    

③潜在的な人材の育成、講座、セミナー等
の開催 

（ハローワーク、丹波市商工会） 

 
    

④集積産業を担う技術・技能人の育成 
（丹波市商工会） 

 
    

⑤市内等高等学校との連携 

（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

 
    

⑥大学等への訪問活動 

（丹波市、丹波市商工会） 

 
    

３．技術支援に関する戦略 

①新製品開発に対する支援やものづくり

技術の高度化の推進 
（兵庫県、丹波市商工会） 

 
    

②知的財産活用に関する支援 
（丹波市商工会） 

 
    

③関係団体等との連携による技術活用支

援 
（丹波市工業会、ＪＡ丹波ひかみ、金融機
関） 

 

    

④企業の技術力のPR、フォーラム、製品展
示会等の開催、表彰 

（丹波市、兵庫県、丹波市商工会、丹波市
工業会） 

 

    

市有地普通財産、企業所有地、民有地等の適地調査（現有用地に加え、
企業誘致適地の追加調整を図る） 

工場用地に関する情報を日常活動のなかで収集、居抜き物件に関する
情報を宅建協会と連携を図りながら収集 

ものづくり人材の育成支援 

就職フェアの開催、関西圏の大学キャリアセンターとのネットワーク
づくり、成人式での地元就職促進活動、丹（まごころ）ワークサポー
トたんばの設置等による若者定着と市内企業の安定雇用の促進 

人材養成支援 

各種研修・訓練の実施等による人材育成の推進 

人材確保・育成のために高等学校進路指導担当者との情報交換及び連
携の強化 

市内企業への若者雇用者の確保のための大学等への訪問活動 

県立工業技術センターとの連携による技術開発への支援（中小企業の
技術力向上支援、ものづくり技術相談員、技術アドバイザーの派遣等） 

知的財産に関する相談窓口の開設やアドバイザー派遣等による知財
戦略推進支援 

(公社)兵庫工業会の兵庫技術研修大学校等の活用や、丹波市工業会、
ＪＡ丹波ひかみ等関係団体による技術支援 

企業紹介プレゼンテーションの開催や産業交流による製品の展示・紹
介ブースの開設、産業界に貢献している製品等を生産している企業の
表彰 
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⑤新たな発想や効果的な経営感覚の研鑽

支援 
（丹波市、ＪＡ丹波ひかみ、丹波市商工会） 

 
    

⑥産学の連携 
（丹波市、兵庫県） 

 
    

⑦企業の新分野進出サポート 

（丹波市、兵庫県、丹波市商工会、金融機
関） 

 
    

 

取組事項 
（取組を行う者） 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

４．企業誘致・事業推進拡大のための戦略 
①兵庫県産業集積条例、丹波市要綱（丹波

市企業誘致等奨励措置補助金等）による
企業誘致の促進 

（丹波市、兵庫県） 

 

    

②人的ネットワークを生かした企業誘致

活動の展開 
（丹波市、丹波市商工会） 

 
    

③市長トップセールス 
（丹波市） 

 
    

④企業訪問活動・企業訪問調査 
（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 

 
    

⑤企業誘致ＰＲイベントへの参画 

（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 

 
    

⑥産業交流の推進 
（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会、

ＪＡ丹波ひかみ、金融機関） 

 
    

⑦効果的・魅力的な企業誘致広報活動の推
進 

（丹波市、兵庫県） 

 
    

５．体制整備 
①丹波市産業活性化協議会 
（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市
商工会、丹波市工業会、ＪＡ丹波ひかみ、

金融機関） 

 

    

②企業誘致事務連絡会議 

（丹波市、丹波市商工会） 

 
    

③企業誘致情報交換会 
（丹波市、兵庫県） 

 
    

④丹波地域人材確保協議会 
（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市

商工会） 

 
    

⑤ワンストップ窓口の充実 
（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 

 
    

⑥企業誘致の関係機関との連携 
（丹波市、兵庫県、丹波市商工会、金融機
関） 

 
    

ものづくり・ひとづくり講演会、経済講演会等の開催、農商工連携に
よる商品開発への支援 

大学との連携事業、産学ものづくり交流による地域産業の活性化の支
援 

中小企業融資制度等説明会、たんば経営革新塾、アドバイザー相談
会等の実施による魅力ある地域産業の活性化の推進 

企業誘致施策（立地企業への優遇措置）の実施による誘致促進 

企業誘致サポーターのネットワークを生かした企業誘致活動の展開 

市長による市内外企業への訪問及び企業誘致活動 

市内企業の事業拡大等の動向把握、市外企業・金融機関等への訪問
誘致活動 

誘致活動の拡大策として見本市主催会社が開催する企業誘致ＰＲイ
ベントに参画 

市内企業紹介と交流の推進 

企業誘致適地パネル、企業誘致適地マップ、企業情報誌等の作成、
経済誌等への広告掲載 

地域産業活性化、企業立地推進のための協議、支援策の検討 

企業誘致活動の活性化、推進体制の充実・強化 

企業誘致の広域連携を図るための体制充実 

若者定住策、労働力の確保の推進 

企業誘致のワンストップ窓口の充実 

近畿企業立地支援センター、ひょうご・神戸投資サポートセンター等
との情報連携 



 - 10 -

６．立地企業へのフォロー 

①立地企業に対するフォロー 
（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市
商工会） 

 
    

 

２ 集積区域として設定する区域 

（区域） 

丹波市全域（自然公園、自然環境保護等に関する保護区域、鳥獣保護区、農振農用地区域、

絶滅危惧種生息地、特定植物群落、日本の重要湿地 500（氷上地方水系（加古川・由良川分

水嶺））を除く）を集積区域とし、集積区域の区域内において、特に重点的に企業立地を図

るべき区域及び工場立地法の特例措置を実施する区域を設定します。また、舞鶴若狭自動車

道 春日インターチェンジ・北近畿豊岡自動車道 氷上インターチェンジ・同青垣インターチ

ェンジの各インターチェンジ周辺 1ｋｍ圏内、これら以外の「まちの区域」・「さとの区域」

についても、積極的に集積を図ります。 

 

位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地企業の地元調整・人材確保に関するフォロー 

山南工業団地 

28.3 ha（ 6.9 ha ） 

市島町下友政 
16.5 ha（4.2 ha ） 

氷上工業団地 

23.2 ha（ 5.2 ha ） 

市島町上垣 

7.1 ha（ － ha ） 

新井工業団地 
15.8 ha（ － ha ） 

青垣工業団地 
11.0 ha（1.0 ha ） 

春日町七日市 

5.3 ha（5.3 ha ） 

 重点区域 

鳥獣保護区 
自然環境保全地

自然公園地域 

重要湿地500 
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  設定する区域は、平成 25年 11 月 1日現在における行政区画その他の区域又は道路、鉄道

等により表示したものです。 

 

（集積区域の可住地面積） 
 

土地面積 可住地面積 

49,328 ha 12,166 ha 

 

（全市域が集積地域に指定されている理由） 

本市は、柏原町・氷上町・青垣町・春日町・山南町・市島町の 6 町が平成 16 年 11 月 1

日に合併し誕生しました。この 6町は古くから地理的、歴史的、文化的に一体性が強く、行

政においても一部事務組合が組織されるなど、従来から広域的な連携が図られてきた圏域で

あります。 

現在、市内にある工業団地等は、北近畿豊岡自動車道や舞鶴若狭自動車道及び国県道等の

主要幹線により、短時間でのアクセスが可能な距離にあります。また、市内を縦横に走る充

実した交通インフラにより、工業団地以外に立地している企業と連携を図ることが十分可能

であることから、一体的な産業振興・発展による効率的、効果的な立地の推進を目指すため、

全市域を集積区域に指定します。 
 

 

３ 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域 

（区域） 

  企業立地が可能な用地は現在、10箇所把握していますが、その中でも 

 Ａ．「農村地域工業等導入促進法」にかかる「実施計画」により、「工業等を導入すべき地

区」（農工団地）として定められた区域 

 Ｂ．「産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例」により、「産業集積促進地区」

などの拠点地区に指定された区域 

 Ｃ．「工場立地法」により「工場適地」として選定された区域 

 Ｄ．県、市または公益法人など、営利を目的としない団体が整備した団地の区域 

  のいずれかに該当する以下の工場用地を特に重点的に企業立地を図る区域とします。 

 

名   称 
全体面積（現在分譲中面

積） 
該当する区域区分 

青垣
あおがき

工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

 11.0 ha（  1.0 ha ） Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 

市島町
いちじまちょう

上垣
うえがい

 7.1 ha（   － ha ） Ａ 

市島町下
いちじまちょうしも

友
とん

政
まさ

 16.5 ha（  4.2 ha ） Ａ、Ｂ、Ｃ 

春日町
かすがちょう

七日市
な ぬ かい ち

 5.3 ha（  5.3 ha ） Ｂ、Ｃ 

山南
さんなん

工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

 28.3 ha（  6.9 ha ） Ａ（一部のみ）、Ｂ、Ｄ（一部除く） 
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新井
に い

工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

 15.8 ha（   － ha ） Ａ（一部のみ）、Ｄ 

氷上
ひ か み

工業
こうぎょう

団地
だ ん ち

 23.2 ha（  5.2 ha ） Ａ、Ｂ、Ｄ 

7 箇所 107.2 ha（ 22.6 ha ）  

 

 ※設定する区域の地番の一覧表は別添資料 1 のとおりとします。なお、一覧表の地番は

平成 25 年 11 月 1 日現在における地番により表示しました。 
 

 

４ 工場立地法の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置 

の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果 

（工場立地法の特例措置を実施しようとする区域） 

工場立地法の特例措置については、兵庫県の「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」な

どの関係諸法令を踏まえ、適切に実施します。 

実施する区域としては、集積区域において特に重点的に企業立地を図るべき区域を基本と

し、「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」において「まちの区域」に指定されている「青

垣工業団地」、「市島町上垣」、「市島町下友政」、「山南工業団地」、「新井工業団地」、「氷上工

業団地」とします。 
 

 ※設定する区域の地番の一覧表は別添資料 2 のとおりとします。なお、一覧表の地番は

平成 25 年 11 月 1 日現在における地番により表示しました。 

 

（特例措置を実施することにより期待される効果） 

現在、当該区域において既に既存企業が操業しており、これらの企業の業務拡充・業務集

約による増設・効率化・高度化の意欲は高く、効率的な用地活用が必要となっています。し

かしながら、当該区域を含めた既存企業の立地環境は、農用地や山林など丹波市を形成する

豊かな自然環境に囲まれており、工場用地の拡大や新たな用地確保を考えると、当該区域外

に進出することは非常に困難であり、自然との調和も阻害される恐れがあります。 

また、既存の用地と離れた場所での増設は、連絡・輸送のコストが必要となるため、企業

として嫌う傾向があり、これが要因で地域外や国外への既存企業の流出を招く恐れもありま

す。 

そこで、当該措置の実施により、既存企業は用地確保にかかるコスト縮小や生産施設の効

率的な配置を図ることができ、生産効率・競争力の向上などのメリットを得ることができま

す。さらに当該区域への産業の誘導・集積が図られ、それによる区域内企業間の輸送コスト

低減効果により、更なる地域内企業の活性化を見込むことができます。加えて、産業・農業・

林業の各区域の棲み分けによる自然の調和も期待できます。 

当該特例措置を講じることにより、重点区域への企業の集積・高度化が図られることが想

定され、4件程度の企業立地件数、84人の新規雇用創出数が見込まれます。 

なお、この適用にあたっては、地域の実情や地域住民の意向を踏まえ、当該区域周辺の生 
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活環境の保全が図れるよう配慮するとともに、兵庫県・丹波市の環境部局など関係機関と調

整を行った上で進めるものとします。 
 

 

５ 集積業種として指定する業種（以下「指定集積業種」という。） 

（１）業種名 

（業種名又は産業名） 

丹波ブランド活用型産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

09 食料品製造業         10 飲料・たばこ・飼料製造業 

                   （たばこ製造業は除く） 

11 繊維工業           12 木材・木製品製造業    

  13 家具・装備品製造業      21 窯業・土石製品製造業 

  26 生産用機械器具製造業     32 その他の製造業       

  37 通信業            39 情報サービス業        

 40 インターネット附随サービス業 41 映像・音声・文字情報制作業 

 44 道路貨物運送業        47 倉庫業            

 48 運輸に附帯するサービス業 

 

（業種名又は産業名） 

省エネルギー・環境貢献型産業 

（日本標準産業分類上の業種名） 

11 繊維工業           14 パルプ・紙・紙加工品製造業 

15 印刷・同関連業        16 化学工業（塩製造業は除く） 

17 石油製品・石炭製品製造業   18 プラスチック製品製造業 

19 ゴム製品製造業        20 なめし革・同製品・毛皮製造業 

21 窯業・土石製品製造業     22 鉄鋼業 

23 非鉄金属製造業        24 金属製品製造業 

25 はん用機械器具製造業     26 生産用機械器具製造業 

27 業務用機械器具製造業     28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

（武器製造業は除く） 

 29 電気機械器具製造業      30 情報通信機械器具製造業 

31 輸送用機械器具製造業     44 道路貨物運送業 

  47 倉庫業            48 運輸に附帯するサービス業 

 

（業種名又は産業名） 

健康寿命日本一型産業 
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（日本標準産業分類上の業種名） 

09 食料品製造業         10 飲料・たばこ・飼料製造業 

（たばこ製造業は除く） 

11 繊維工業           13 家具・装備品製造業 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業  16 化学工業（塩製造業は除く）     

18 プラスチック製品製造業        19 ゴム製品製造業     

21 窯業・土石製品製造業          27 業務用機械器具製造業（武器製造業は除く） 

 30 情報通信機械器具製造業        31 輸送用機械器具製造業     

32 その他の製造業        44 道路貨物運送業 

47 倉庫業            48 運輸に附帯するサービス業 
 

 

（２）（１）の業種を指定した理由 

丹波市の産業集積コンセプトを「人と自然が調和する社会づくりを支える産業の創造」と

し、これを実現する 3つの産業分野として、 

 ① 丹波ブランド活用型産業 

 ② 省エネルギー・環境貢献型産業 

  ③ 健康寿命日本一型産業 

を設定します。 

企業立地の地域産業・地域雇用への波及効果を効率的かつ迅速に実現するため、この 3

つの産業と関連性が高く、本市の産業資源と相乗効果が期待でき、立地企業と既存企業同士

が支え合える業種を指定します。 

 

①丹波ブランド活用型産業 

・地場産の農作物や工芸品、豊富な水資源（地下水）等を利用した酒造会社、ワイン 

酒造会社、食品加工会社などの集積があり、優れた商品を供給しています。 

・近年では、丹波産の優れた農産物等を雑誌、インターネット等のツールを通じて全 

国発信するＩＴ関連企業の立地が増えています。 

・木材など豊かな森林資源を活用、木製品や家具・装飾品の製造業の集積があり、織 

物や釣具などの工芸品の生産が盛んです。 

・丹波市の商工業・観光振興基本計画において、『基本理念として「丹波」という地 

名を生かしたブランドを確立し、そのブランド力や地域イメージを軸にすえた情報 

発信の取り組みを一体的に進めることにより、産業と地域の振興を図る。（略）市 

民、企業、行政が一丸となって、「丹波」のブランドとイメージを確立する。』と 

しています。 

・それらのことを踏まえて、特色ある自然資源・地域資源・地域環境が形成する「丹 

波ブランド」を意識し、既存企業や特産農作物を供給する生産者との連携を図り、 
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ブランドを最大限生かせる分野である食品加工、飲料製造、繊維・木材加工、織物 

や釣具等の工芸品製造などの業種やその出荷に貢献する運搬・輸送、ユーザーに広 

くその情報を発信するメディアなどに関連する業種を集積業種として指定します。 
 

②省エネルギー・環境貢献型産業 

・近年、環境問題への関心の高さや意識の高まりを受け、省エネルギーや環境の保全 

に貢献する、環境低負荷の製品を製造する産業の育成が急がれており、またハイブ 

リッド車や太陽光発電、体温を外に逃がさない高機能型衣料などの製品の普及と、 

さらなる開発・発展に、各分野の各企業は力を入れており、今後、最も成長の望め 

る産業分野です。 

・市内には輸送用機械器具、電気機械器具、電子部品・デバイスなどの産業集積があ 

り、省エネルギー化、環境保全に貢献する製品を製造・開発する産業と十分連携が 

可能と見込めます。また、バイオマスエネルギーを発電に活用したり、家屋解体廃 

材を再利用してパルプ製造を行ったりしている企業や、省電力型照明器具の開発・ 

普及に力を入れている企業も存在します。 

・俗に「都会に近い田舎」といわれる丹波市は、環境にやさしい産業や暮らしを展開 

するための最適地であることから、経済の仕組みに環境を組み入れる施策「緑の経 

済」を推進しているところです。 

・それらのことを踏まえて、市内の既存企業との連携を視野に置き、省エネルギー化、 

環境保全、環境改善、地球温暖化防止に貢献できる新たな産業の集積を図るべく、 

衣料、パルプ、化学工業などの幅広い業種、及び製品輸送などを含めた関連業種を 

集積業種として指定します。 
 

③健康寿命日本一型産業 

・丹波市では「健康寿命日本一」のまちづくりの目標のもと、健康長寿に向けた様々 

な施策を関係団体・市民と共同・連携して展開しており、さらに、看護専門学校等 

による医療・福祉を支える人材が育っていく環境も整っています。 

・近年の人々の健康意識の高まりは顕著で、健康維持のための製品が大きな注目を浴 

びるとともに、医薬品や保健食品などの新製品の開発も進んでおり、今後大きな発 

展が見込める分野であります。 

・市内には医薬品、健康食品、医薬用アンプル素材などを生産している企業の集積が 

あり、医療・介護用ベッドなどの製造を行っている企業もあります。さらに、病院 

の受付番号発券機などの、医療をサポートする分野の製品を製造する企業もあるこ 

とから、精密部品の製造や電気機械器具の製造等を行っている企業と連携し、医 

療・福祉分野での新たな製品開発も期待できます。 

・また、市内には酒造業や製茶業を営む企業があり、地域特産である薬草を古くから 

特産物として栽培する農業者や薬草卸業者等と連携し、薬用酒・薬用ハーブティな 
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ど健康分野での新たな製品開発が進んでいるところです。 

・それらのことを踏まえて、「健康寿命日本一」のまちづくりに合致した健康産業都 

市を目指し、健康・医療用食品や飲料、薬用酒、ベッドなどの医療・介護用品、医 

薬品や医療用機械器具、健康維持・衛生保全に寄与するスポーツ用品や衛生器具等 

の製品を製造する業種など、市内既存産業の集積と連携して、新たな企業集積を形 

成できる業種と、その関連する業種を集積業種として指定します。 
 

 

６ 指定集積業種に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標 

 目標数値 

指定集積業種の企業立地件数 １０件 

指定集積業種の製品出荷額の増加額 １２８億円 

指定集積業種の新規雇用創出件数 １９２人 

 

７ 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その 

他の事業のための施設の整備（既存の施設の活用を含む。）、高度な知識又は技術を 

有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整 

備の事業を実施する者及び当該事業の内容 

（産業用供用施設の整備等に関する事項） 

○企業誘致適地の拡大のための戦略 

①企業誘致適地の拡大（丹波市） 

市有地普通財産、企業所有地、民有地等の適地調査を継続的に実施し企業誘致適地の 

拡大を図ります。 

②工場用地や居抜き物件に関する情報収集（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

重点区域以外の工場用地について、丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会が連携しなが 

ら、情報の収集、情報交換を行います。丹波市にあっては適地調査を継続的に実施、工業 

用地のデータベース化及び情報提供のシステムづくりを進めます。 

企業が既に立地している工業用地についても、当該企業の移転等の情報把握に努めなが 

ら、立地の受け入れ用地の確保を図るなど、継続的な企業立地を支援します。 

   不動産業者等と連携し、企業誘致に適した遊休地、居抜き物件等の情報を共有するこ 

とで、官民が連携した企業誘致を展開します。 

 

（人材の育成・確保に関する事項） 

○人材の育成及び確保に関する戦略 

①ものづくり人材の育成支援（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

（公社）兵庫工業会との連携を図り丹波市商工会及び丹波市工業会では、「ものづくり 
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人材の育成支援」事業を定期的に開催し、ものづくり企業の人材の高度化に努めます。 

丹波市と丹波市商工会は連携して雇用維持安定支援事業に取り組み、講座、セミナー、 

各種研修・訓練等の実施により人材の育成や技術向上を促進します。 

②人材・労働力確保のための諸施策（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市商工会） 

就職フェア等の雇用促進・人材確保を目的としたイベントに積極的に参画、市内企業の 

人材確保の支援を行います。 

就職情報交換会や大学訪問を通じて大学キャリアセンターとのネットワークの構築及 

び成人式等において地元就職を促進するＰＲ活動により、若者定着と市内企業の安定雇用 

の促進に努めます。 

丹波市とハローワークが共同で設置した「丹（まごころ）ワークサポートたんば」にお 

いて、ハローワークが一般求職者や若者等に行う職業相談、職業紹介等と市が生活保護受 

給者や障がい者等に行う各種相談、就労支援等をワンストップで提供し、市内企業の人材 

確保や求職者とのマッチング支援を行います。 

③潜在的な人材の育成、講座、セミナー等の開催（ハローワーク、丹波市商工会） 

潜在的な人材の育成を図るため、講座、セミナー等を関係機関と連携を図り実施します。 

④集積産業を担う技術・技能人の育成（丹波市商工会） 

集積産業を活性化するため、技術・技能に長けた人材の育成を図る各種研修・訓練等を 

実施し、人材育成を推進します。 

⑤市内等高等学校との連携（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会） 

人材確保・育成のために、地元高校生の地元就職や将来のＵターンを誘導するべく企業 

紹介セミナー、企業見学会を通じて地元企業の最新情報を発信するなど、各高等学校の進 

路指導担当者と情報交換を行い、連携の強化を図ります。 

⑥大学等への訪問活動（丹波市、丹波市商工会） 

丹波市、丹波市商工会の担当者によって、関西圏内の大学等への訪問活動を行い、市内 

企業の情報発信を行うとともに、学生の就職動向等について情報交換を行い、市内企業へ 

の就労誘導と若年層の雇用確保に努めます。 

 

（技術支援等に関する事項） 

○技術支援に関する戦略 

①新製品開発に対する支援やものづくり技術の高度化の推進（兵庫県、丹波市商工会） 

兵庫県立工業技術センターとの連携による技術開発への支援（中小企業の技術力向上支 

援、ものづくり技術相談員、技術アドバイザーの派遣等）により、市内企業のものづくり 

に対する取り組みを支援することで、技術力の高度化を図ります。 

②知的財産活用に関する支援（丹波市商工会） 

今後重要な分野となる、知的財産に関する事項についての相談窓口の開設や、アドバイ 

ザー派遣等による知的財産活用の推進を支援していきます。 
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③関係団体等との連携による技術活用支援（丹波市工業会、ＪＡ丹波ひかみ、金融機関） 

(公社)兵庫工業会の兵庫技術研修大学校等の活用や、ＪＡ丹波ひかみ等関係団体と連携 

しての技術支援により、付加価値の高い製品づくりに努めます。 

④企業の技術力のＰＲ、フォーラム、製品展示会等の開催、表彰（丹波市、兵庫県、丹波 

市商工会、丹波市工業会） 

企業紹介プレゼンテーションの開催や産業交流による製品の展示・紹介ブースの開設な 

どにより、技術力や製品のアピールを行うことで、市内企業の活動支援を図ります。 

産業界や地域の活性化に貢献している製品等を生産している企業や団体を表彰するこ 

とにより、地域の方々に地元企業等の取り組みへの興味や関心の高揚を図ります。 

⑤新たな発想や効果的な経営感覚の研鑽支援（丹波市、ＪＡ丹波ひかみ、丹波市商工会） 

ものづくり・ひとづくり講演会、経済講演会等の開催を通じ経営者の経営感覚・商品企 

画力を高めていきます。 

「丹波」ブランドを積極的に生かすため、農商工連携による新たな商品開発（丹波大納 

言小豆、丹波黒大豆、丹波栗、鹿肉、丹波のミネラルウォーター等の活用）への支援を行 

います。 

⑥産学の連携（丹波市、兵庫県） 

大学との連携事業、産学ものづくり交流による地域産業の活性化策や高度な技術力の取 

得と活用を図ります。 

⑦企業の新分野進出サポート（丹波市、兵庫県、丹波市商工会、金融機関） 

中小企業融資制度等説明会、たんば経営革新塾、アドバイザー相談会等の実施による魅 

力ある地域産業の活性化を推進し、企業の持続的な新分野進出のサポートを行います。 

 

（その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備に関する事項） 

○企業誘致・事業推進拡大のための戦略 

①兵庫県産業集積条例、丹波市要綱（丹波市企業誘致等奨励措置補助金等）による企業誘致 

の促進（丹波市、兵庫県） 

立地企業への優遇措置として、県条例、丹波市要綱の企業誘致施策の実施により企業立 
地の促進を図ります。 

②人的ネットワークを生かした企業誘致活動の展開（丹波市、丹波市商工会） 

地元出身者のネットワークを生かした企業誘致活動を展開するため、市外で活躍されて 
いる丹波市にゆかりのある企業関係者を企業誘致サポーターとして登録し、企業誘致に関 
する情報提供や誘致活動の助言を得るなかで企業情報の収集に努めます。 

③市長トップセールス（丹波市） 

丹波市長による市内外企業への訪問を継続的に実施し、情報収集と丹波市のＰＲ活動を 
充実させます。 

④企業訪問活動・企業訪問調査（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 
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丹波市、兵庫県及び丹波市商工会の担当者が市内企業の事業拡大等の動向把握、市外企 
業・金融機関等への訪問誘致活動を進め、全市一体となった誘致活動と、きめ細かな企業 
情報の収集を図ります。 

⑤企業誘致ＰＲイベントへの参画（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 

企業誘致活動の拡大策として見本市主催会社が開催する企業誘致ＰＲイベントに出展 
するなど、全国展開を図っていきます。 

⑥産業交流の推進（丹波市、丹波市商工会、丹波市工業会、ＪＡ丹波ひかみ、金融機関） 

市内企業情報誌の作成や産業交流市の開催などの活動を通し、市内企業の紹介と企業間 
交流の促進により、市内企業の雇用確保、市内産業の活性化を図ります。 

⑦効果的・魅力的な企業誘致広報活動の推進（丹波市、兵庫県） 

工場用地のパネル、マップなどの広告媒体を作成し、ＰＲ活動を充実させて、企業誘致 
活動の効率性を高めます。 
経済誌等に丹波市の企業誘致候補地や優遇制度を掲載し、ＰＲ活動を推進します。 

 

○体制整備 

①丹波市産業活性化協議会（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市商工会、丹波市工 

業会、ＪＡ丹波ひかみ、金融機関） 

丹波市産業活性化協議会を中心に関係諸機関・団体と連携しながら、企業立地推進のた 
めの方策協議、支援策の検討を行います。また、この連携の取り組みを強化し、広域連携 
を含めた推進体制の充実により企業誘致活動の活性化を図ります。さらに、企業立地に関 
する行政手続きなどの窓口のワンストップ化を推し進め、迅速な企業立地を促進します。 

②企業誘致事務連絡会議（丹波市、丹波市商工会） 

丹波市と丹波市商工会による実務者レベルでの情報交換や推進施策の協議を定期的に 
実施することにより、効果的な企業誘致の推進を図ります。 

③企業誘致情報交換会（丹波市、兵庫県） 

丹波市と兵庫県が企業誘致についての情報交換会を定期的に実施し、広域的な連携と推 
進体制の充実・強化を図ります。 

④丹波地域人材確保協議会（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市商工会） 

丹波地域人材確保協議会による活動や連携を強化し、ＵＩターン者の増加策を推進する 
など、若者定住策や労働力の確保の推進を図ります。 

⑤ワンストップ窓口の充実（丹波市、兵庫県、丹波市商工会） 

行政手続きの円滑化・周辺協議調整等で迅速に企業立地が図れるよう、企業立地に関す 
る行政手続きなどの窓口のワンストップ化を図り、有効な支援を行います。 

⑥企業誘致の関係機関との連携（丹波市、兵庫県、丹波市商工会、金融機関） 

近畿企業立地支援センター、ひょうご・神戸投資サポートセンター等の企業立地を促進 
している関係団体との連携を強化し、さらに、金融機関などの民間企業も含め情報交換で 
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きる連携体制の構築に努めます。 
○立地企業へのフォロー 

①立地企業に対するフォロー（丹波市、兵庫県、ハローワーク、丹波市商工会） 

立地企業の地元調整・人材確保に関するフォローを図るとともに、市内企業トップとの 
懇談会を実施し、業界の現況と企業誘致に関する情報について意見交換を行うなど安心で 
きる操業環境づくりを支援します。 

 

 

８ 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際して配慮すべき事項 

（環境の保全） 

本市を含む丹波地域は、昭和 63 年 8 月に住民代表による委員会が組織され、「丹波の森

宣言」が起草、同意署名により採択されました。さらに、宣言を実現する指針として「丹

波の森構想」が提案され、その基本理念として、「自然と共に生きる地域活力あるひらか

れた地域、潤いと安らぎのある地域」を目指した取り組みを推進しています。 

進出企業の立地にあたっては、地域住民の企業に対する理解を深めるために、地域住民

などへ説明会を開催するなど、住民と企業とが意見の交換を行える場を設けるほか、大気

汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、瀬戸内海環境保全等の環境関連法及び兵庫県が定め

る「環境の保全と創造に関する条例」のほか、「丹波市環境基本条例」、「丹波市工場等設

置規制条例」に基づき、環境基準の遵守や公害を生み出さない企業の育成、苦情の未然防

止策の充実により、市民の安心・安全な生活環境の保持に努めています。 

また、事業者の環境保全等に関する意識高揚に努めるとともに、生産設備等の省エネル

ギー対策や新エネルギー導入を促進していきます。加古川や由良川の最上流域に位置する

者の責任として、水質の保全、潤いのある豊かな生活環境の維持・創造に努めます。 

  

（安心な市民生活の確保） 

（１）兵庫県では、県民、団体及び事業者が相互に連携し、犯罪の防止その他安全で快適な

暮らしを実現するための活動（地域安全まちづくり活動）に取り組むことにより、安全

で安心して暮らすことができる地域社会の形成（地域安全まちづくり）を目指すことを

基本理念として、平成 18年 4 月に「地域安全まちづくり条例」を施行しました。 

この条例の趣旨を踏まえ、「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指

針」など４つの指針を策定（平成 19年 3月）するほか、「地域安全まちづくり推進計画

（第 3期・平成 25年 4月策定）」に基づいて様々な施策を進めています。 

 ①防犯に配慮した環境の整備 

道路、公園等の公共空間における犯罪を防止するため、防犯灯、街路灯等を設置し

ます。道路、公園、事業所等における植栽やフェンス等の適切な配慮により、見通し

を確保します。 

②事業所における防犯対策の取り組み 
 



 - 21 -

事業所内外に防犯カメラや防犯ベル等の緊急通報装置を設置するほか、防犯マニュ

アルの策定、防犯設備の点検整備を実施します。 

③防犯責任者の設置 

事業所ごとに防犯責任者を設置し、防犯マニュアルの整備、定期的な防犯訓練を実

施する等防犯体制を整備します。 

④警察への通報体制の整備 

犯罪や交通事故等が発生した場合の通報体制を整備します。 

⑤地域住民との連携 

地域住民が行う自主防犯ボランティア活動へ参加・協力します。 

（２）産業団地の整備にあたっては、消火栓の設置、道路等への街灯の設置、進出企業の要

望を受けた歩行者専用道路の設置等を行うほか、所轄の警察署と協議を行い、歩行者が

安全に通行できるように、歩道の設置、信号機の設置、駐車禁止対策等の交通安全対策

を早期に進めます。 

（３）企業立地にあたって、歩行者の安全確保のための出入口の制限、路上駐車対策として

の敷地内駐車設備の設置等があり、それらの履行を通じて住民生活の安全確保を図って

います。 

（４）今後とも、上記の事業を実施していくとともに、兵庫県警察本部、所轄の警察署等と

連携を図りながら、安全で安心して暮すことができる社会の実現を図っていきます。 

 

（丹波市の取り組み） 

市民の防犯意識の向上、防犯推進委員の活動補助、防犯パトロール、暴力団追放などを

行うための丹波防犯協会への活動助成や、交通安全啓発に資するために 48 名の交通指導

員を任命し、市内各地で幼小中学校生の通園通学時の立番、交通指導を行っています。 

また、小学校区単位でまちづくり防犯グループが結成され、声かけ運動や子どもの登下

校時の見守り活動を行っています。 

この他、市役所には青色防犯パトロール車を、市内小中学校 32 校には青色防犯パトロ

ール車「セーフティーたんば号」を配置し、小中学校の下校時の見守りを行っているほか、

防犯カメラ設置費補助制度等を設け自治会等を支援しています。 
 

 

９ 法第５条第２項第３号に規定する区域における同項第７号の施設の整備が、農用地等 

として利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以 

外の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項 

  該当なし 

 

１０ 計画期間 

本計画の計画期間は、同意の日から平成 30年度末日までとします。 
 


